
 

 

大会成績結果 

平成２５年５月１１日 

富山県総合体育センター 

中部日本卓球選手権大会県予選会 

主催 富山県卓球協会 

 

・一般男子 

（準々決勝） 

阿部 太郎（高岡龍谷高） 3-0 中山 愼也（氷見クラブ） 

岡崎 啓太（不二越）   3-2 金森 武晴（Ｂｌａｎｋ） 

橋爪 克弥（ＪＡとなみ野）  3-2 井上 皓貴（高岡龍谷高） 

今井 佑記（ＹＫＫ）   3-1 中居 功成（高岡龍谷高） 

 （準決勝） 

阿部 太郎（高岡龍谷高） 3-1 岡崎 啓太（不二越） 

橋爪 克弥（ＪＡとなみ野）  3-2 今井 佑記（ＹＫＫ）） 

（決 勝） 

橋爪 克弥（ＪＡとなみ野）  3-1 阿部 太郎（高岡龍谷高） 

・一般女子 

（準々決勝） 

佐伯 有紀（富山商業高） 3-1 加藤 春菜（高岡龍谷高） 

瀬島 彩華（富山スガキ） 3-1 南 まどか（富山商業高） 

横山 志野（富山商業高） 3-0 岩村 律（高岡龍谷高） 

老松 実空（高岡龍谷高） 3-1 橋本 麻里奈（高岡南高） 

 （準決勝） 

瀬島 彩華（富山スガキ） 3-1 佐伯 有紀（富山商業高） 

横山 志野（富山商業高） 3-0 老松 実空（高岡龍谷高） 

（決 勝） 

瀬島 彩華（富山スガキ） 3-0 横山 志野（富山商業高） 

・一般男子ダブルス 

（準々決勝） 

金森 武晴・橋爪 克弥  3-0 土倉 唯信・中山 愼也 

（Ｂｌａｎｋ・ＪＡとなみ野）    （氷見クラブ） 

阿部 太郎・井上 皓貴  3-0 清水 紳之介・森 隆正 

（高岡龍谷高）          （富山大学） 

今井 智晴・中居 功成  3-0 小林 茂雄・松浦 真史 

（高岡龍谷高）          （不二越） 

 



 

 

今井 佑記・岡崎 啓太  3-0 赤尾 圭一朗・奥村 拳士 

（ＹＫＫ・不二越）         （富山商業高） 

 （準決勝） 

金森 武晴・橋爪 克弥  3-1 阿部 太郎・井上 皓貴 

（Ｂｌａｎｋ・ＪＡとなみ野）    （高岡龍谷高） 

今井 佑記・岡崎 啓太  3-0 今井 智晴・中居 功成 

（ＹＫＫ・不二越）        （高岡龍谷高） 

（決 勝） 

金森 武晴・橋爪 克弥  3-0 今井 佑記・岡崎 啓太 

（Ｂｌａｎｋ・ＪＡとなみ野）   （ＹＫＫ・不二越） 

・一般女子ダブルス 

 （準決勝） 

加藤 春菜・岩村 律   3-1 老松 実空・竹山 美鈴 

（高岡龍谷高）         （高岡龍谷高） 

瀬島 彩華・瀬島 由紀子 3-0 横山 志野・佐伯 有紀 

（富山スガキ・チャレンジャー）   （富山商業高） 

（決 勝） 

瀬島 彩華・瀬島 由紀子 3-2 加藤 春菜・岩村 律 

（富山スガキ・チャレンジャー）   （高岡龍谷高） 

・男子サーティ 

（準決勝） 

大塚 喬春（高岡ウイング）  3-1 松浦 真史（不二越） 

山本 良太（不二越）   3-2 成田 慎多郎（高岡ウイング） 

（決 勝） 

大塚 喬春（高岡ウイング）  3-2 山本 良太（不二越） 

・女子サーティ 

1 位 松本 由香里（福光卓友会） 2 勝 

・男子フォーティ 

（準決勝） 

瀧野 敦靖（エポカル）  3-2 高瀬 光弘（ＹＫＫ） 

牧野 正治（エポカル）  3-0 浜田 浩功（エポカル） 

（決 勝） 

瀧野 敦靖（エポカル）  3-0 牧野 正治（エポカル） 

・女子フォーティ 

1 位 新谷 朋江（ドンペリ） 2 勝 

 

 

 



 

 

・男子フィフティ 

（準決勝） 

金田 成一（ＹＫＫ）  3-0 豊本 敏弘（やろまいけ高岡） 

上田 広司（星球会）  3-0 山田 勝仁（富山地鉄） 

（決 勝） 

金田 成一（ＹＫＫ）  3-2 上田 広司（星球会） 

・女子フィフティ 

（決 勝） 

渡辺 美由岐（富山地鉄） 3-2 浜元 真由美（星球会） 

・男子ローシックスティ 

（決 勝） 

金子 貞雄（なめりかわＴＴＣ） 3-0 島津 富夫（富山市役所クラブ） 

・女子ローシックスティ  

1 位 中林 美智子（愛誠会） 

・男子ハイシックスティ 

1 位 室林 宏（富山市役所クラブ） 4 勝 

・女子ハイシックスティ  

1 位 利田 和代（Ｂｉｔｓ） 3 勝 

・男子セブンティ 

1 位 高村 勲（星球会） 2 勝 

・女子セブンティ 

1 位 加藤 寛子（ウィンクル） 3 勝 


